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いう言葉には︑他人の干渉からの自由︑自己実現や自律と

バーリンの自由論

柿埜

しての自由という二つの重要な意味があると指摘し︑前者

ような古典の一つである︒バーリンはこの論文で︑自由と

ものがあるが︑バーリンの﹁二つの自由概念﹂は正にその

﹁自由という言葉ほど異なった意義を与えられ︑これほ

を消極的自由︑後者を積極的自由と呼んだ︒この区別は現

序

ど多くの仕方で人の心を動かしてきたものはない﹂−︒現

在では広く用いられており︑自由に関する論争では必ず取

り上げられるテ！マの一つとなっているものの︑バーリン

これまでに多くの自由論が書かれてきたし︑これからも書

自身の議論は矛盾したものだという評価が専らである︒こ

代でも自由というテーマは私たちをひきつけてやまない︒

みの中から︑アイザイア・バーリンの論文﹁二つの自由概

の論文を全体主義に抗し︑自由主義社会を擁護した功績は

かれ続けることだろう︒ここでは︑そのような数多くの試

大きいが︑もはや乗り越えられた過去の作品とみなす向き

も多い︒だが︑バーリンの主張は︑しばしば批判されるよ

思想家の一人であるにもかかわらず︑彼の思想の研究は最
近まで殆ど進んでいなかった︒古典の中には︑議論のため

うな単純なものでは決してない︒彼の説いたのは︑﹁人間

念﹂2を取り上げたい︒バーリンは二十世紀英国の代表的

のたたき台としてだけ利用され︑内容が殆ど検討されない
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が多様性に富んだ現代社会にふさわしい︑豊かな可能性を

ここでは︑諸々の批判にこたえながら︑バーリンの自由論

大切さを改めて教えてくれる︑非常に斬新な自由論である︒

がそのもっとも豊かな多様性において発展すること﹂3の

とする点では共通していると指摘している︵閃い゜認︶︒確

リンは二つの自由は︑人間の選ぶ能力︑選択の自由を前提

と強制の問題﹂に関係する政治的概念である︵奪ミ．︶︒バ！

である︒二つの自由概念は﹁政治学の中心的な問題−服従

選択の自由が価値を持つのはどのような世界において

う︒そこでまず︑選択の自由について考えよう︒

制の不在も大して価値のあることとはみなされないだろ

かに選択の自由に価値が認められないなら︑自己決定も強

バーリンの世界観

持つものであること を 示 し た い ︒

第一節

て︑というものである︒全てのものに一つの正しい答えが

ある︑という伝統的な考え方︵＝兀論︶が正しければ︑人

か︒バーリンの答えは︑様々な価値が対立する世界におい

が︑多くの人は︑物事をすっきり分けてしまうことに健全

はない︒計算問題と同様︑間違えずに正しい答にたどりつ

がすべきことは一義的に決まっており︑自由な行為の余地

﹁世の中には二種類の人がいる︒物事を二つに分ける人

な抵抗を感じるのだと思う︒﹁二つの自由概念﹂は︑一見

とそうしない人だ﹂︒これは冗談としても使われるものだ

すると︑随分︑単純な二分法を提示しているかのように見

だが︑私達はエデンの園ではなく︑﹁等しく究極的な諸

くことだけが問題になる︒

ような諸目的の間での選択を迫られる世界﹂に住んでいる

目的︑ある目的の実現が不可避的に他の目的の犠牲を伴う

摘して︑バーリンを論破しようとしてきた︒だが︑これは

える︒これまで多くの研究が第三︑第四の自由の存在を指
大変な誤解である︒バーリンは︑﹁二つの自由概念﹂の冒

︵﹈りOい゜切GQ＼b⇒一ωlN一心︶︒富と徳︑知識と幸福︑効率性と公平性︑

頭で︑自由にはたくさんの意味があり︑二つの自由概念は︑

できない︑多元的なものである︒バーリンは︑こうした見

は時に緊張や対立が生じている︒価値は一つの基準に還元

正義と慈愛︑芸術の要求と社会の要求といった価値の問に

ついて論じるのは︑この二つが人類の歴史において中心的

とを明言している︵﹈りO︼ド①＼一①Qo−一①㊤︶4︒彼が二つの自由に

自由の概念の包括的な意味を明らかにするものではないこ

役割を果たしており︑今後もそうあるべきだと信じるから

いうのは︑一見奇妙なことに思えるが︑結局︑価値とは人

方のことを価値多元論と呼んでいる5︒価値が対立すると

は人間が一個の真実の答えに達し損ねたための誤謬か不完

定が支配的だった︒﹁多様性は画一性より望ましく︑それ

はもろもろの価値は必然的に調和を保っている

全さの一形態ではないとする理念ー理性的宇宙において

く近代のものである﹂n︒そうである以上︑選択の自由に

いう伝統的信仰を拒否することーこの根源的な一歩は全

と

間によって作られたものである6︒人間は多様な価値や欲
曲がった材木からはまっすぐなものは決して作れない﹂7︒

⁝⁝

求をもつ︑矛盾に満ちた存在である以上︑﹁人間性という

らかなように︑諸価値の対立は︑しばしば人生に対する異

公平性と効率性︑自由と平等といった例を考えてみれば明

まず︑積極的自由の方からみてみよう︒積極的自由とは︑

由来する二つの自由概念もまた近代的なものをもっている︒

である以上︑技術的問題とは違い︑明確な解決はあり得な

なった態度や価値観を反映している︵﹈りO炉①＼一①Qo︶︒そう

人の自律も積極的自由に含まれる︒一見すると︑これは古

のしたいことを実現できること︑民主的決定への参加や個

ており︑しかもそれは永久にそうなのである﹂8︒選択の

代からあるもののように見えるだろう︒確かに積極的自由

自分自身のことを自分自身で決定できることである︒自分

自由が価値あるものになるのは︑こうした多元的な価値が

の起源は古代にあるが︑現代の積極的自由はそのまま古代

い︒M・ウェーバーの言葉を借りれば︑﹁神々は互いに争っ

存在するからである︒このような世界では︑私たちはいく

人の自由ではない︒最良の積極的自由は︑カントに見られ

るように︑人間は手段ではなく目的として扱われなければ

つかの価値の中から選択しなければならないが︑私たちは
一つの答えだけを選ぶ必要はない︒むしろ多くの価値を尊

である︵↓∩﹈ド

N一−卜oω＼一Qoωー一〇〇切︶︒バーリンは積極的自由そ

ならないという近代的な個人の尊重と結びついているから

のものが大きな価値を持つことは否定しない︵閃い゜ω㊤︶︒

価値の多元性が認識されたのは比較的新しい︒西洋でも

な自己と経験的な自己︑本当の欲望と偽の欲望︑理性と情

用いるような︑支配−服従関係を暗示する二分法︵理想的

彼が批判するのは︑積極的自由の概念の支持者がしばしば

長い間︑﹁真理は一つ︒誤りは多くの顔を持つ﹂nという想

第二節 二つの自由概念

重するためには︑多様な選択が望ましくなるのである9︒
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念︶である︒自己決定は飽くまで経験的な自己によるもの

り︑積極的自由は第二の意味であるとして︵日0﹃？刈＼δQ︒−

一＄︶︑消極的自由をより高く評価する︒﹁自由の根本的な

︵閃ピ゜心QQ︶︒これは一見すると︑奇妙な主張である︒積極的

意味は︑鎖からの︑投獄からの︑他人への隷属からの自由

でなければならない︵﹈りO﹈ドboω＼一Q◎㎝︶︒理性的自己支配と

に従って行為するのは自由ではな

政治的自由の混同は︑政治的自由を実際には危険にさらす︒

単なる欲望

であり︑他は︑この意味の拡張︑さもなければ比喩である﹂

であり︑

理性的な 真の自己 が望むことをすることこそ真の自由

からだ︵閃炉ωΦ︶︒C・テイラーは︑バーリンの消極的自

としては問題ない概念だとバーリン自身認めていたはずだ

由の擁護を単に戦略的なものとみなし︑消極的自由という

自由の概念は危険な目的に使われがちとはいえ︑それ自体

リンは︑﹁理性﹂とか﹁真の自己﹂という言葉は拡大解釈

いというレトリックは︑自由の名の下の抑圧を正当化する

されやすく︑選択の自由の価値を否定する一元論と容易に

るが︑積極的自由のような魅力に欠けるため︑バーリンの

概念は︑単純なので歪曲されにくい利点があるように見え

ために幾度も悪用されてきた︵ハ弓○ピ゜一刈1一〇＼一〇〇〇︐一Qo一︶︒バー

があり︑この目的を理性で知ることができるならば︑後は

のである︒確かに消極的自由は明確な概念だが︑素朴な概

だが︑バーリンの主張は︑より本質的な理由に基づくも

評価は正当ではないと批判している蛎︒

結びつくと指摘している珍︒人生には自己支配という目的
理性の答えに服従することが残るにすぎない︒そして︑理

念ではない︒個人が全く尊重されない社会ならば︑強制は

性は万人に共通である︒こうした教義に基づいて社会全体
の秩序を構想し始めると︑熱狂的個人主義者だった人でさ

か偽りの自己といったものに簡単に分類できるような存在

に極めて懐疑的である︒ありのままの人間は︑真の自己と

かは文明の状態と関係する︵↓O︼ド一蔭＼一刈O︶16︒

侵害とみなされるか︑どの程度の領域を個人のものとする

要であるという考え方を前提とする︵↓OじΦ＼一刈一︶︒何が

概念は︑個人には侵害されてはならない最小限の領域が必

はない−3︵60﹃°︒⑩＼b︒OO︶︒バーリンは理性的自己支配自体当然とされ︑障害は障害とは見なされない︒消極的自由の

え︑全体主義体制を支持するに至ることが多いのは偶然で

ではないし︑人間の内的な葛藤を政治的に解決できるとは

バーリンが﹁二つの自由概念﹂での消極的自由の定義を

考えられないMからであ る ︵ 悶 ︼ ド ㊤ ら Q 一 ご 閃 ゜ 刈 O ︶ ︒

バーリンは︑政治的自由の第一の意味は消極的自由であ

彼は政治的な意味の自由という言葉を強制との対比で考え

ものだと考えられがちだが︑その基本的意味は明確である︒

後で修正したηために︑彼の消極的自由の概念は混乱した

?︶︒少なくとも︑この人物は︑自由な人の典型とは言え

の囚人﹂だと言った方が適切ではないだろうか︵閃い゜

いたとしたら︑この人物は自由というより︑﹁自らの人格

域の広さである︒﹁この意味で自由であるということは他

る︒消極的自由とは︑ある人が強制されずに行動できる領

る︒何もかも予め決めた通りに進むとしたら︑自由だとは

的に使う﹁自由﹂という言葉の意味とは一致しないのであ

ないだろう︒完全な自己決定としての自由は︑結局︑日常

諸条件によって決定されていない︑少なくとも全面的には

れば広いほど︑私の自由は大きくなる﹂︵↓O﹇°︒＼H刈O︶︒

故意の干渉という意味を持つ言葉である︒他人の妨害があ

決定されていない︑ということが︑中心的な想定となって

提とする︵閃い゜b︒b︒ωbqO︶︒自由な人間の選択は︑﹁先行の

る場合︑その人は政治的自由を欠いているが︑単に目標に

いる﹂︵閃炉N刈O︶︒自由の基本的意味はやはり消極的なの

感じない︒自由という言葉は︑何らかの予測不可能性を前

到達できないだけなら︑自由がないわけではない︒強制と

である︒

題になる︵↓0ピ゜刈＼一①O︶18︒バーリンのいう自由とは︑ロ

たのはごく最近のことだとすると︑今後︑自由な社会はど

ところで︑これらの自由の価値が認められるようになっ

バーリンと相対主義

また︑バーリンが消極的自由を自由のより基本的な意味

のである︒

ビンソン・クルーソーの自由ではなく︑社会の中の自由な

とみなすのは︑自己決定が自由の意味を十分捉えてはいな

でも特異なものであり︑﹁後世は興味と︑共感さえ持って

の結びで︑近代的な自由を尊重する社会は人類の歴史の中

見るだろうが︑殆ど理解しないかもしれない﹂︵目Oじ

うなっていくのだろうか︒バーリンは﹁二つの自由概念﹂

の行動がその人の考え方︑意志によって完全に決定されて

るが︑その意味はさほど明確ではない︵閃﹃N＄︶︒ある人

いと考えるからである︒確かに自由という言葉は︑道徳的

第三節

対比される自由︑消極的自由は他者との関係の中でのみ問

強制とは無能力の全ての形態を含む言葉ではなく︑他人の

人に干渉されないことである︒干渉を受けない範囲が広け

卜。

な自由︑独立︑自己決定を表すものとして使うことができ
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の﹂である23︒だから︑他の社会に対して自由主義社会に

﹁自由の権威は普遍的ではなく︑特定の地域に限られたも

値多元論によれば︑自由を優先する理由はない︒従って︑

て︑﹁原理はその持続性が保証されないからといって神聖

宅＼b︒一刈︶とかなり悲観的見通しを述べている︒だが︑続け

さが少なくなるわけではない﹂と述べ︑﹁自己の確信の相

特権的地位を与えることはできないという勿︒

は困難を感じている︒バーリンの立場を基本的に擁護する

えシュムペーターの﹁相対主義的主張﹂を擁護することに

しい論争が起きたが︑バーリンを支持する論者の多くでさ

グレイの批判以降︑バーリンの自由論の基礎をめぐる激

対的妥当性を自覚し︑しかも︑ひるむことなくそれらを擁
護すること︑これこそが文明人を野蛮人から区別する点で

この主張はしばしば全くの矛盾であると批判されてき

濱真一郎も︑この個所については︑客観的な共通の価値の

ある﹂19というシ ュ ム ペ ー タ ー の 言 葉 を 引 用 し て い る ︒

ことによって︑神聖ではなくなる﹂20と言い︑相対的では

た︒シュトラウスは﹁原理はその持続性が保証されえない

バーリンは当初から価値多元論と相対主義をかなり明確に

あるとみなしているお︒だが︑この解釈には問題がある︒

区別している26︒﹁二つの自由概念﹂と同様︑﹃自由につい

存在を認める﹁価値多元論と相対主義を混同﹂する誤りが

できないとみている︒﹁もし自己の確信というものが相対

ての四つの試論﹄に収められた論文﹁歴史の必然性﹂にも

している︒サンデルもバーリンの主張を相対主義的で擁護
的にしか妥当でないなら︑なぜひるむことなくその確信を

相対主義への批判はみられる︒﹁二つの自由概念﹂が相対

なく﹁常にどこでも最善であるような政治秩序﹂aを要求

ぎないなら︑自由主義を擁護する上で一体︑何が言えると

なるが︑それは考えにくいことである︒さらにバーリンは

主義的だとすれば︑バーリンは非常に不注意だったことに

擁護すべきなのか︒ ⁝⁝ 自由が多くの価値の一つに過

サンデルの問いを受け︑さらに急進的な批判を行ったの

シュムペーターの発言を晩年まで一貫して支持し︑次のよ

いうのか﹂22︒

は︑著名なバーリンの研究者J・グレイである︒グレイに

ければならぬと信じている人は偶像を崇拝している野蛮人

うに述べている︒﹁シュムペーターは︑理想は絶対的でな

だと言いましたが︑正しい指摘です︒文明とは一方で変化

よると︑バーリンは︑自由主義の普遍性を価値多元論で基
最近生まれた﹁多くの生活様式の中の一つ﹂に過ぎず︑価

礎づけようとしている︒だが︑近代的な自由は西洋でごく

ようとする﹂試み詑︑絶対的基礎という概念そのものが誤

で客観的な形而上学的秩序の中に道徳的信念の保証を求め

︵60︼ドト⊇N＼一Qo鼻゜︶31︒バーリンによれば︑そもそも﹁何か広大

はその理想を全面的に支持するーそのために死ぬ覚悟が

の可能性を認めながら︑他方で︑ある理想を信奉する限り
ある勿ーということです﹂︵﹃回想﹄一六一頁︶︒バーリ

りである︒私たちは歴史的存在であり︑﹁時間を超越した

が絶対的だと唱える

意味での客観的批評という概念は︑結局︑無意味である﹂

基礎

とはいえ︑そうだとすると︑多くの価値の中の一つに過

には予測し得ない

⁝⁝

自由で不完全な存在﹂︵閃炉

︵日0﹈﹁°㎝①＼b⊃一①︶︒人間は﹁創造的で︑従って︑決して完全

のは︑科学にも歴史にも反する非経験的な独断にすぎない

︵司い゜㎝①︶︒自分たちの主張の

ンが気まぐれにシュムペーターを引用したはずはあるまい︒

ぎず︑存続しうるかどうかさえ危うげで︑しかも相対的妥
当性しかないという近代的な自由を何故強く擁護するのだ
ろうか︒確かにこの一文だけでは理解困難である︒だが︑

前後の文脈や﹃回想﹄での発言と照らし合わせると︑文明

pO︶ であり︑未来を知らない︒﹁ある時代の問題を解決

変えてしまい︑それによって新しい諸問題が作り出

しようとする努力そのものが当の努力をしている人々を

と野蛮という単なるレトリックに見える表現に︑大きなヒ
ントが隠されていることがわかる︒この表現は︑しばしば

もそも自然科学でさえ︑今日の研究が明日には覆されない

う主張は︑確かに不安を感じさせるものがある︒だが︑そ

解決することなどできない﹂お︒絶対的基礎などないとい

て制約された人間が今日予知することなどできず︑まして

置いたものだろう︒何らかの絶対的理想ーモロク神︑階級

供と呼んだゲルツェン四やコンスタン︵閃い゜N刈O︶を念頭に

絶対的保証はないのである︒だからといって科学の価値を

されることになるのだから︑その性格を歴史的地平によっ

なき社会︑祖国の栄光等々1を信じる者はそのために全て

言は︑抽象的な理想のために人間を虐殺する行為を人身御

を犠牲にしてきた︒究極の目的があるなら︑他は手段でし

疑う人はいないだろう︒倫理的・政治的問題では︑現在生

の課題とは異なっている︒生活の変化とともに︑こうした

きる人間には現在の課題があり︑それは過去や将来の世代

のためと称して人間を犠牲にする行為は許されない

る価値は人間の自由な行為が作りだしたものであり︑理想

化や豊かさの問題でないのは明らかである︒バーリンの発

差別的と批判されてきたが器︑ここでいう野蛮さとは︑文

b。

かないからである︵∩﹁○﹇︑°㎝ωIq心＼N一QQート⊇一心︶鉛︒だが︑あらゆ
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86
ぞれに特有な治療が必要である﹂︵閃い゜卜QqO︶︒現在の世代

の哲学はあり得ないのである鈎︒﹁特定の問題には︑それ

問題は変化していくものである︒全ての問題に答える永遠

N邑紛︒

人間にどうあってほしいと望むのか︑である︵↓Or㎝α＼

なく︑私たち自身が人間をどのようなものと考えるのか︑

ら︑なおも自分の良心に忠実であるような態度である︒こ

想﹄の言葉によれば︑文明とは︑変化の可能性を認めなが

バーリンは文明について多くを語らないが︑先程の﹃回

れなければならない35︒バーリンからみれば︑絶対的基礎

れは︑消極的自由を中心とする近代的な自由の理想︑﹁永

は将来のための手段ではなく︑それ自身が目的として扱わ

ではなく︑﹁客観的・絶対的で︑何か外からの広大な承認﹂訪

遠の妥当性を主張することなしに選択する自由という理

を求めることは︑道徳の根拠を具体的な人間自身の必要に
に求める責任逃れに す ぎ な い ︒

ありえないとすれば︑私達は謙虚でなければならない︒バー

想﹂︵閃ぴ゜﹈りOHドN一刈＼α刈︶に通じるだろう如︒絶対的基礎が

う問い自体がバーリンからすれば︑実はナンセンスなので

これまでただの非合理主義のように誤解されてきたが︑彼

リンの﹁全ての体系は牢獄に他ならない﹂弔という言葉は︑

既に明らかなように︑自由を擁護する基礎とは何かとい
ある︒R・ローティがバーリンを擁護して指摘するように︑

に押し込めることはできないということである︒自由な社

が言いたいのは︑私達の未来は予測不可能で︑一つの体系

超歴史的な高みから諸価値を中立的に比較し︑どれが特権
的なのかを考えるといった行為はそもそも不可能である許︒

ではない︒﹁本当に自由な社会とは﹃揺れ動く﹄状態にあ

会とは︑何らかの基礎に従って黙々と前進するような社会

実際には﹁具体的な状況が殆ど全てである﹂詔︒私たちが
への抗議や自由の拡大の必要について論じるときである︒

自由を問題にするのは︑具体的な状況の下で︑自由の侵害
どの価値が特権的か︑自由が優先するのかどうかといった

の言うように︑﹁リベラルな社会に﹃哲学的な基礎﹄を提

る社会﹂であり︑常に変化に開かれている42︒R・ローティ

自由主義が﹁多くの生活様式の中の一つ﹂にすぎないと

である娼︒

供するという企てはリベラルな社会にふさわしくない﹂の

問いはそれだけでは空虚だし︑答えを知る必要も実は特に

ない︒虐待されて自由を奪われている人の前で︑自由は価
値の一つに過ぎないから一体何が言えるだろうか︑などと
考え込む余地はないだろう︒本当に問題なのは︑基礎では

イ自身が正当な生活様式とみなす何らかの制度であれ︑﹁多

いうグレイの指摘は確かに正しい︒封建制度であれ︑グレ

したら︑自由な社会はなかったであろう︒自由の実現は予

としたら︑あるいは絶対王政や全体主義が勝利していたと

ないし︑非常に脆いものである︒宗教的狂信が続いていた

理解しなくなるかもしれない︒自由は

ものでは

くの生活様式の中の一つ﹂である︒だが︑そこから否定的

定された必然ではなく︑今後も自由が生き残る保証はない︒

自然な

べきことがないと主張するのは︑多くの社会で自由が尊重

めに戦うのは無駄だということにはならない﹂46︒バーリ

だが︑﹁私の理想は長く続かないかもしれないが︑そのた

な結論を出し︑自由主義社会は他の社会に対して何ら言う

リンが指摘するように︑私達は宗教戦争や第二次世界大戦

ンの訴えは︑今も価値を失っていないのである︒

されることを望まないという主観的判断でしかない︒バー
の経験から︑自由︑とりわけ消極的自由の貴重さという教
訓を学んでいる騒︒﹁人は異なった価値を求める ⁝⁝
であり︑私たちが文明的な社会を保っていくために自由は

という人類学的観察によって発見できる事実﹂菊は普遍的
不可欠である︒私達は残酷な自由を奪う専制に抗議し︑自

閃いと略記するーに収録された改訂版﹁二つの自由

概念﹂の頁数も併記する︒なお︑閃炉の改訂版から引

ト導ミ電︵○×8轟○臥oa￠駄くΦ邑け︽甲①ωωbO8︶1

ひょっとしたら︑後世の人々は︑バーリンの論文など殆ど

の下に︑画一的な価値を押しつけようとする試みが後をた

の後に置Φ拝トきミ竜︑ミ8鳶o ミ§晦きミ肉題趣防ミ

︶内に記す︒さらにスラッシュ記号／を付けて︑そ

を用いる︒以下︑これを↓Oいと略記し︑その頁数を︵

O§︒愚尉ミト尋ミ電︵○×8同α一〇一P同①⇒αOづ℃﹁①ωω゜一Φ00Q︶

2 テキストには基本的に︑初版本Hω巴聾bdΦ島戸﹃ミo

上︵岩波書店︑一九八九年︶二八七頁︒

ーモンテスキュー箸︑野田良之︹他︺訳﹃法の精神﹄

註

たない︒そのいくつかは不気味なほどに成功を収めている︒

現在でさえ︑効率︑平等︑正義︑真理といったものの名

終わりに

そのために断固として戦わねばならないのである︒

由を求める人々の声に耳を傾けなければならない︒そして︑
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88

用する場合には︑閃い↓O﹃霜゜︒＼δのように記す︒こ

和編﹃理想の追求ーバ！リン選集4﹄︵岩波書店︑

M・ウェーバi著︑尾高邦雄訳﹃職業としての学問﹄

一九九二年︶邑く頁︵以下︑﹃選集4﹄と略す︶︒

しばしば誤解されるが︑価値多元論は︑どのような

選択も同じように正しいといった相対主義ではない︒

9

︵岩波書店︑一九九八年︶五四−五五頁︒

8

の場合のスラッシュ記号の後に来る頁数は︑対応する
初版の頁数である︒

3 J・S・ミル著︑早坂忠訳﹁自由論﹂︑﹃世界の名著
38ベンサムJ・S・ミル﹄︵中央公論社︑一九六七年︶
二一二頁︒

価値は人間の作ったものだが︑恣意的ではないからで

ある︒バーリンは人類にはある程度︑共通の価値があ

1・バーリン︑R・ジャハンベグロー著︑河合秀和

ると指摘する︒それなしには人間と言えないような基

4
訳﹃ある思想史家の回想

本的な諸価値が存在している︵閃い゜Nし︒︶︒私たちは同

アイザィア・バーリンとの

と略すーの二一四頁も参照︒

る︒コミュニケーションが成り立つ以上︑私たちはあ

じ言語という共通の道旦ハを使って思考し︑会話してい

対話﹄︵みすず書房︑一九九三年︶1以下︑﹃回想﹄
バーリン自身は．巨霞呂ωヨ︑︵多元論︶という語を用

る程度理解しあえる共通のものを持っているはずであ

い︑﹁価値多元論﹂という言い方はあまりしない︒だが︑

5

る︒平等︑良心︑善といった言葉で︑私たちは少なく

とも何か似たものを理解している︒この共通の基盤は

にならって価値 多 元 論 と す る ︒

客観的なものである︵閃い噛一認︶︒悲劇的な葛藤が生じ

価値多元論を意味していることは明らかなので︑慣例

ン選集3﹄︵岩波書店︑︸九八四年︶三四頁︒以下︑﹃選

6 福田歓一・河合秀和編﹃ロマン主義と政治ーバーリ

理念の歴史−二つの試論﹄︵みすず書房︑︸九八一年︶

@1・バーリン著︑小池けい訳﹃ヴィーコとヘルダー

w選集3﹄二頁︒

同時にある種の正当さを認めるからである︒

るのは︑私達が相いれない複数の価値の要求に対して︑

バーリンが愛用したこの言葉︵↓Oじ㎝①＼舘O等を見

集3﹄と略す︒
7

よ︶は︑1・カント著︑篠田英雄訳﹃啓蒙とは何か
他四篇﹄︵岩波書店︑一九七四年︶三四頁にあるが︑バー

リンの使い方はカントとは異なる︒福田歓一・河合秀

10
11
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二四−二五頁︒以下︑﹃ヴィーコとヘルダー﹄と略す︒

がしたいことをすることができる範囲である﹂︵↓Oじ

@HudΦ島口9︒巳uu°勺o冨8≦ω評9︒−ωく讐尻冨噂§ミ罫ミ 刈＼δΦ︶としたが︑この定義では︑したいことを減ら

@興味深い事例として︑M・シャーマー著︑岡田靖史

￠句と略す︒

治的自由とは︑単に他人に干渉されず行動できる範囲

に気付き︑後に︑問題の個所を﹁消極的の意味での政

せ︑ば︑自由が拡大するという不条理な結論が出ること
b皆N薦§︵℃同oヨ①9窪ωuuoo評ρb︒OO9もb﹂凸−辰q以下

12

二〇〇三年︶二 五 二 頁 を 参 照 ︒

訳﹃なぜ人はニセ科学を信じるのかー﹄︵早川書房︑

ち出されるわけでもない︒

当初の表現の役割は二次的なものにすぎず︑頻繁に持

である﹂︵閃い゜日○ピ．一①㊤＼刈︶と修正した︵閃炉し︒O︶︒だが︑

イザイア・バーリン﹄︵みすず書房︑二〇〇四年︶
二四六頁︒
@0ごユ①ω日p覧05︑︑芝鍔什︑ω芝8置芝冨ゴZ㊦ゆqp︒二く①

＝σ霞蔓．︑︐Pζ已費︵Φ仙゜γトミミ受︵○臥oH90改oa
￠巳く①屋淳唄℃お ω ω レ ㊤ 潭 ︶ も P 辰 甲 ＝ ◎

一・河合秀和編﹃思想と思想家ーバーリン選集1﹄

@﹁自由を望むことは文明と結びついている﹂︒福田歓

︵岩波書店︑一九八三年︶二二五頁︒以下︑﹃選集1﹄
と略す︒

@いわゆる定義の修正は︑無視してよい問題ではない

が︑議論に大きな影響はなく︑むしろバーリンの意図
極的の意味での政治的自由とは︑単にある人がその人

に沿ったものである︵閃炉ωO︶︒バーリンは︑当初︑﹁消

@消極的自由の定義には︑消極的自由を侵害する強制

@M・イグナティエフ著︑石塚雅彦・藤田雄二訳﹃ア

13

政治的に自由がないとは言えないし︑そう考えるのは

きないとしても︑その行為が禁じられていないならば︑

るための条件は別である︵閃炉鼻0︶︒したいことがで

の議論の文脈を無視している︒自由と︑自由を行使す

ある﹂と述べられる︒だが︑こうした批判はバーリン

う区別は︑自由の概念に関するものとしては不自然で

に閉じ込められた時には私は自由を欠いていないとい

欠くが︑地震の揺れでドアが開かなくなって同じ部屋

の人間によってある部屋に監禁されたとき私は自由を

への自由﹄︵創文社︑一九九九年︶二八頁の註では︑﹁他

的であるという批判がある︒例えば︑井上達夫﹃他者

を﹁他者の故意の干渉﹂に最初から限定するのは恣意

18

14
15
16
17

90

不自然である︒売れない作家は本を出版できないが︑
出版を禁じられてはいない︒一方︑独裁国家では出版
の自由が禁じられている︒二つの状況は同じではない︒

@J・シュムペータi著︑中山伊知郎・東畑精一訳﹃資

本主義・社会主義・民主主義﹄︵東洋経済新報社︑
一九九五年︶四 五 一 頁 ︒

@L・シュトラウス著︑石崎嘉彦監訳﹃古典的政治的

匿曾︑ミ臥し・ミ§戚駐O＼ミ畠

合理主義の再生﹄︵ナカニシヤ出版︑一九九六年︶
一〇三頁︒

@ζ一〇冨ユ旨ωp︒巳Φ

@同上︑五九頁︒

@J・グレイ著︑河合秀和訳﹃バーリンの政治哲学入

︵○改o民黛bu冨爵≦①戸お鍵∀も゜Q︒°

門﹄︵岩波書店︑二〇〇九年︶一九〇頁︵以下︑﹃入門﹄
と略す︶︒

@J・グレイ著︑松野弘監訳﹃自由主義の二つの顔

価値多元主義と共生の政治哲学﹄︵ミネルヴァ書房︑

@濱真一郎﹃バーリンの自由論−多元論的リベラリズ

一一〇〇⊥ハ年︶︒

ムの系譜﹄︵勤草書房︑二〇〇八年︶五〇頁︵以下︑﹃バー
リンの自由論﹄と略す︶︒

@しばしばバーリンは︑論文﹁モンテスキュi﹂

@バ！リンの師︑コリングウッドも似た表現を使って

これは事実ではない︒

1﹄一七〇頁︑一九五頁を参照すればわかるように︑

一六〇頁︑﹃バーリンの自由論﹄五〇頁︶が︑﹃選集

︵一九五五年︶で誤りを犯したと言われている︵﹃回想﹄

26

美訳﹃共通価値

@﹃選集4﹄二二−二四頁︒

言葉は勇ましいが︑特に意味がないという︒

版局︑二〇〇八年︶九〇1九一頁において︑これらの

文明の衝突を超えて﹄︵法政大学出

@例えばC・ボクは︑自著︑小野原雅夫監訳︑宮川弘

ラ書房︑一九八五年︶︑三五頁︒

著︑大野千登志・菊川忠夫編訳﹃歴史と進歩﹄︵イザ

いることに注目すべきである︒コリングウッド︹他︺

27

28

@﹃回想﹄四七−四八頁︒

四七五頁︒

川晃一︹他︺訳﹃自由論﹄︵みすず書房︑一九九七年︶

@﹁政治理論はまだ存在するか﹂︑1・バーリン著︑小

@﹃選集4﹄二三六頁︑二三頁︒

w選集4﹄二三三⊥一三四頁︒

@同上︒

33 32 31 30 29

34

19

20
22 21
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バーリンの自由論
91

@﹃選集4﹄二三頁︑﹁限りなく遠い目標は欺隔でしか

@﹃ヴイーコと ヘ ル ダ ー ﹄ ＝ 二 七 頁 ︒

ない﹂︒
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@﹃選集4﹄二六頁︒

略す︒

波書店︑二〇〇〇年︶一〇八頁︒以下︑﹃偶然性﹄と

ロニ！・連帯ーリベラル・ユートピアの可能性﹄︵岩

@R・ローティ著︑齋藤純一︹他︺訳﹃偶然性・アイ

37 36
﹃回想﹄一六一頁︒

﹃選集1﹄八三頁︒

﹃選集1﹄八三頁︑﹃選集4﹄二四二頁︒

﹃偶然性﹄＝二頁︒

﹃選集1﹄一九四頁︒

思想家たち﹄︵ 新 潮 社 ︑ 一 九 九 〇 年 ︶ 二 五 六 頁 ︒

@G・ソルマン著︑秋山康男訳﹃二十世紀を動かした

@﹃回想﹄二二一頁︒

@﹃回想﹄ 一七〇頁︒
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